
徳島大学附属図書館 
2009年10月～11月 

 
図書館をご利用いただきありがとうございます。今後のサービスの参考にさせていただきたく，ご意見・

ご感想をお聞かせください（図書館ホームページでも、このアンケートの回答が可能です）。 
 

■ あなたは   □男性 □女性 
             □徳大生(□学部生・□院生・□その他）  
         学部：□総 □工 □医 □歯 □薬  学年：（    ）年 
       □教職員  □学外者 

    
■ 来館の主な目的は何ですか（複数回答可） 
 □本の貸出返却  □本・雑誌・新聞の閲覧・複写  □自習  □パソコン利用  
□グループ学習  □ビデオ等視聴  □休憩  
□その他（具体的に                         ） 

 
■ 図書館を利用する頻度はどのくらいですか 

 □ほぼ毎日  □週に１～数回程度   □月に１～数回程度   □年に１～数回程度 
 
①サービス・設備について 

①－1：開館時間   □大変満足 □満足 □やや不満 □不満 
①－２：貸出冊数   □大変満足 □満足 □やや不満 □不満 
①－3：貸出日数   □大変満足 □満足 □やや不満 □不満 
①－4：パソコン    □大変満足 □満足 □やや不満 □不満 
①－4－a：パソコンのハード、ソフト、運用方法等についてご意見・ご要望があればお書きください。 

  （                                        ） 
 
②資料の品揃えについて 

②－1：図書   □大変満足 □満足 □やや不満 □不満 

②－2：雑誌   □大変満足 □満足 □やや不満 □不満 

②－3：徳大生の方へ、図書館では学生の皆様が図書館に置いてほしい本をリクエストできる制度（学生

用購入希望）があります。利用していますか 
     □利用したことがある □知っているが利用していない □知らない 
②－3－a：知っているが利用していないと答えた方へ、理由は何ですか 
     □申込の仕方がわからない □欲しい本がない □その他（              ） 

 
③学習環境の充実について 

   図書館では、学習できる環境の充実を目指しています。学生の方にお聞きします。 

③－1：大学内で学習する際に主にどこで学習していますか。 

    □図書館 □空き教室 □学部の勉強スペース □研究室 □その他（          ） 
 

 

 
裏面もあります 



③－２：図書館での学習において，充実させてほしいものを次から選んでください。（複数回答可） 
    □図書・雑誌 □パソコン □個人用の机 □グループで学習，討論するための場所や道具  

□資料の調べ方についての講習会 □資料の調べ方をアドバイスしてくれる人  
□学習方法（パソコン利用方法・レポートの書き方など）をアドバイスしてくれる人 
□図書館施設を利用した教員による出張講義  □飲食できる場所や飲食物の販売   

    □その他（                  ） 
 

④リニューアルされた図書館本館の施設について 

④－1：リニューアル後の図書館を利用したことがありますか 

    □ある  □ない 

④－1－a：利用したことがあるという方，よかった施設はどこですか 

   下の施設一覧から番号でお答えください。（複数回答可） 

  回答欄（              ） その他一覧にない場所（            ） 

④－1－b：利用したことがあるという方，よくなかった施設はどこですか 

   下の施設一覧から番号でお答えください。（複数回答可） 

  回答欄（              ） その他一覧にない場所（            ） 

 

 ≪新附属図書館本館 施設一覧≫ 

  ①1 階カフェテリア  ②1 階閲覧室  ③ブラウジングコーナー ④視聴覚コーナー   

  ⑤グループ研究室  ⑥1 階マルチメディアコーナー  ⑦1 階西書庫   

  ⑧2 階東閲覧室（自然科学系） ⑨2 階学習室  ⑩2 階西閲覧室（社会系）  

  ⑪3 階東閲覧室（人文系）  ⑫3 階マルチメディアコーナー  ⑬雑誌架 

⑭資料展示室 ⑮研究個室（2，3 階）   ⑯電子掲示板（各階）   ⑰トイレ 

 

＜図書館へのご意見をお聞かせください＞ 

○ 図書館にどんな本・雑誌を置いてほしいですか？ できるだけ具体的にお書きください。 

 

 

 

○ その他図書館へのご意見、ご要望等がありましたらお書きください。 

 

 

 
貴重なご意見をありがとうございました。ご意見等への回答を希望される場合は下記にご記入ください。 

（記入いただいた内容は本アンケートに関する連絡にのみ使用します） 

 

お名前：                              

連絡先（電話）：                           

   （電子メール）：                        （携帯／ＰＣ） 

○徳島大学図書館メールマガジン｢すだち｣（http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/m-mag/）では、図書館からの 

 お知らせや最新情報などを配信しています。配信を希望しますか？  □希望する 

 登録を希望する方は上記の電子メール欄にメールアドレスをご記入ください。 

 



徳島大学附属図書館蔵本分館 
2009年10月～11月 

 
図書館をご利用いただきありがとうございます。今後のサービスの参考にさせていただきたく，ご意見・

ご感想をお聞かせください（図書館ホームページでも、このアンケートの回答が可能です）。 
 

■ あなたは   □男性 □女性 
             □徳大生(□学部生・□院生・□その他）  
         学部：□総 □工 □医 □歯 □薬  学年：（    ）年 
       □教職員  □学外者 

    
■ 来館の主な目的は何ですか（複数回答可） 
 □本の貸出返却  □本・雑誌・新聞の閲覧・複写  □自習  □パソコン利用  
□グループ学習  □ビデオ等視聴  □休憩  
□その他（具体的に                         ） 

 
■ 図書館を利用する頻度はどのくらいですか 

 □ほぼ毎日  □週に１～数回程度   □月に１～数回程度   □年に１～数回程度 
 
①サービス・設備について 

①－1：開館時間   □大変満足 □満足 □やや不満 □不満 
①－２：貸出冊数   □大変満足 □満足 □やや不満 □不満 
①－3：貸出日数   □大変満足 □満足 □やや不満 □不満 
①－4：パソコン    □大変満足 □満足 □やや不満 □不満 
①－4－a：パソコンのハード、ソフト、運用方法等についてご意見・ご要望があればお書きください。 

  （                                        ） 
 
②資料の品揃えについて 

②－1：図書   □大変満足 □満足 □やや不満 □不満 

②－2：雑誌   □大変満足 □満足 □やや不満 □不満 

②－3：徳大生の方へ、図書館では学生の皆様が図書館に置いてほしい本をリクエストできる制度（学生

用購入希望）があります。利用していますか 
     □利用したことがある □知っているが利用していない □知らない 
②－3－a：知っているが利用していないと答えた方へ、理由は何ですか 
     □申込の仕方がわからない □欲しい本がない □その他（              ） 

 
③学習環境の充実について 

   図書館では、学習できる環境の充実を目指しています。学生の方にお聞きします。 

③－1：大学内で学習する際に主にどこで学習していますか。 

    □図書館 □空き教室 □学部の勉強スペース □研究室 □その他（          ） 
 

 

 
裏面もあります 



③－２：図書館での学習において，充実させてほしいものを次から選んでください。（複数回答可） 
    □図書・雑誌 □パソコン □個人用の机 □グループで学習，討論するための場所や道具  

□資料の調べ方についての講習会 □資料の調べ方をアドバイスしてくれる人  
□学習方法（パソコン利用方法・レポートの書き方など）をアドバイスしてくれる人 
□図書館施設を利用した教員による出張講義  □飲食できる場所や飲食物の販売   

    □その他（                  ） 
 

④蔵本文芸コーナーについて 

④－1：自由閲覧室の入り口横にある蔵本文芸コーナーを知っていますか 

    知っている（□利用している □利用していない） □知らない 
④－１－a：知っていると答えた方へ、文芸コーナーの品揃えについてどう思われますか 

      □大変満足 □満足 □やや不満 □不満 
④－２：文芸コーナーでは、蔵本分館にはあまりない小説や人文系の図書を本館から借り受けて設置して

います。文芸コーナーで充実させてほしい図書の種類を選んでください。（複数回答可） 

   □流行の小説  □新書  □名著・名作  □エッセー  □紀行  □実用・自己啓発 
   □人文系の読みもの  □医学・生命科学関係の読みもの 
   □その他（                             ） 
 

⑤蔵本分館の館内設備について 

⑤－1：蔵本分館内で、不便を感じている場所、新しくしてほしい設備など設備面での希望がありました

らお書きください。 

 

 

＜図書館へのご意見をお聞かせください＞ 

○ 図書館にどんな本・雑誌を置いてほしいですか？ できるだけ具体的にお書きください。 

 

 

 

○ その他図書館へのご意見、ご要望等がありましたらお書きください。 

 

 

 
貴重なご意見をありがとうございました。ご意見等への回答を希望される場合は下記にご記入ください。 

（記入いただいた内容は本アンケートに関する連絡にのみ使用します） 

 

お名前：                              

連絡先（電話）：                           

   （電子メール）：                        （携帯／ＰＣ） 

○徳島大学図書館メールマガジン｢すだち｣（http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/m-mag/）では、図書館からの 

 お知らせや最新情報などを配信しています。配信を希望しますか？  □希望する 

 登録を希望する方は上記の電子メール欄にメールアドレスをご記入ください。 
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